
対象日程 対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

対象日程 対応 注文NO

全日程
配達中止

６月１回お届け
表で「０円」請求

27761 配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ２８０ｍＬにこにこほっぺ

６月２回（６月８日～６月１２日)お届け　欠品・抽選・数量限定　商品一覧

※2020年　６月１日更新

※抽選・数量限定商品は２ページ以降に掲載しています　

【食品】欠品・配達中止となる商品

【家庭用品】欠品・配達中止となる商品
カタログ

６月１日現在、欠品となる商品はありません。

商品名・規格



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷蔵 7 CO・OP スライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

常温 84 CO・OP 麻婆なすの素　国産ひき肉入り１８０ｇ（３～４人前）

冷蔵 17 CO・OP ベビーチーズ２４０ｇ（１６個）

常温 35 Ｊ－オイルミルズ オリーブオイル　エクストラバージン６００ｇ

常温 36 CO・OP 国産みかん１４０ｇ（固形量８０ｇ）

常温 37 CO・OP スパゲッティ（チャックシール付き）１．５ｍｍ１ｋｇ

冷凍 74 伊藤ハム お肉屋さんの惣菜メンチカツ２１０ｇ（５枚）

常温 101 みたけ食品工業 発酵ぬかどこ１ｋｇ

常温 109 CO・OP 立山連峰の水２ｌ×６

冷凍 245 CO・OP 国産若鶏からあげ（和風しょうゆ味）５００ｇ

冷凍 294 イートアンド 大阪王将　羽根つき餃子７６５ｇ（ぎょうざ３０個、たれ３袋）

冷凍 476 明神水産 わら焼き戻りかつおタタキ１８０ｇ（２ブロック）・２０ｍｌ×２

冷凍 484 CO・OP 梅酢たこ（ぶつ切り）７０ｇ

冷蔵 704 CO・OP ミックスチーズ１８０ｇ

冷蔵 710 CO・OP とろけるスライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

常温 714 CO・OP １００％メイプルシロップ２５０ｇ

常温 717 CO・OP 日本のいちじくジャム２００ｇ

常温 732 CO・OP たまごスープ１０食

常温 734 CO・OP 沖縄県産もずくスープ５食

常温 746 江崎グリコ クレアおばさんのハッシュドビーフ８皿分（４皿分×２）

常温 760 COOP 花しいたけ１０５ｇ

常温 792 CO・OP 強力小麦粉（チャックシール付き）１ｋｇ

常温 802 CO・OP エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 803 Ｊ－オイルミルズ さらさらキャノーラ油１３５０ｇ

常温 805 CO・OP マヨネーズ（卵黄タイプ）５００ｇ

常温 811 CO・OP 純正ごま油３００ｇ

常温 812 CO・OP 国産原料使用　こめ油６００ｇ

常温 830 味の素 瀬戸のほんじお１ｋｇ

常温 864 明治 ＪＡＬビーフコンソメ８食

常温 871 日清フーズ スーパーカメリヤドライイースト５０ｇ

常温 873 日清フーズ カメリヤ（強力小麦粉）７５０ｇ

常温 893 CO・OP ミニキャラメルコーン（Ｃａ入り）１５ｇ×１０

冷蔵 895 CO・OP 柿の種チョコレート９０ｇ（１０ｇ×９）

常温 952 CO・OP 大山乳業の特選牛乳を使ったベルギーワッフル６個

常温 964 CO・OP 四季が育てた水（岐阜養老）５００ｍｌ×２４

常温 1064 カゴメ 基本のトマトソース２９５ｇ

対応

【食品】全日程・抽選のうえお一人様数量限定でお届けする商品
　　　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。

エコー

お一人様２点まで⇒
抽選・お一人様１点まで

に変更
エコー

抽選
お一人様１点まで

に変更



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

コープしが
マルシェ

冷蔵 1139 茨城県 かぶら５００ｇ前後

よりすぐり 常温 5276 蜂の音 大分県産百花はちみつ４００ｇ

冷凍 5969 CO・OP お子さまプレート　ハンバーグセット１人前

常温 99145 和光堂 赤ちゃんのやさしいホットケーキミックス　プレーン１００ｇ

常温 292109 CO・OP いつでも注文スパゲッティ（チャックシール付き）１ｋｇ

常温 292141 日清フーズ いつでも注文スーパーカメリヤドライイースト５０ｇ

常温 292150 味の素 いつでも注文ほんだし８ｇ×２０（１６０ｇ）

常温 292311 CO・OP いつでも注文強力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293113 CO・OP いつでも注文ホットケーキミックス６００ｇ（２００ｇ×３）

常温 293288 CO・OP いつでも注文純正ごま油１５０ｇ

常温 293296 CO・OP いつでも注文エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 293342 味の素 いつでも注文コンソメ　固形１５９ｇ（３０個入）

常温 293385 CO・OP いつでも注文薄力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293415 CO・OP いつでも注文一番搾り　キャノーラ油１０００ｇ

常温 293423 CO・OP いつでも注文緑茶２ｌ×６

カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 92014 水谷直海商店 花こえび１３０ｇ

常温 92022 スカイ・フード 四季彩々和風だし　食塩無添加１２０ｇ（４ｇ×３０）

常温 92043 金沢大地 有機純米酢５００ｍｌ

常温 92049
五島手延うどん協

同組合
あごだしうどんスープ１００ｇ（１０ｇ×１０）

エコー 常温 745 ハウス食品 ハッシュドビーフ１人前２００ｇ

まとめてお得⇒
抽選

お一人様２点までに変更
価格は特価に
変更しています。

よりすぐり

にこにこ
ほっぺ
保存版

抽選
お一人様２点までに変更

対応

対応

抽選
お一人様１点まで

に変更

いつでも
注文



注文NO

21459 サニープ　４サイズ１００枚入

21386 ライフリー　さわやかパッド安心の中量用　４５枚

21389 ライフリー　さわやかパッド多い時でも安心用　３６枚

21390 ライフリー　さわやかパッド長時間・夜でも安心用　３２枚

21391 さらさら安心パッド少中量用５５ｃｃ　２４枚入

21392 さらさら安心パッド中量用８５ｃｃ　２０枚入

21393 さらさら安心パッドやや多め用１３０ｃｃ　１６枚入

21394 さらさら安心パッド多め用１８０ｃｃ　１４枚入

21395 さらさら安心パッド特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入

21396 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム軽い日用　羽なし　３２個

21399 ロリエ　しあわせ素肌　超スリムふつうの日用羽つき　２４個

21401 ロリエ　しあわせ素肌多い昼用羽なし　２４コ入

21402 ロリエ　しあわせ素肌多い昼用羽つき　２０コ入

21403 ロリエ　しあわせ素肌特に多い昼用羽つき　１７コ入

21404 ロリエ　しあわせ素肌多い夜用羽つき　１０個

21405 ソフィはだおもい　多い昼～ふつうの日用３２コ入

21406 ソフィはだおもい　多い昼～ふつうの日用２６コ入

21409 ソフィはだおもい　特に多い日の昼用２４コ入

21410 ソフィはだおもい　特に多い昼用２０コ入

21411 ソフィはだおもい　多い夜用１０コ入

21412 ソフィはだおもい　特に多い日の夜用９コ入

21452 ソフィ　超熟睡ガード２９０多い夜用　羽つき　１８コ入

21453 ソフィ　超熟睡ガード３３０特に多い夜用　羽つき　１４コ入

21454 ソフィ　超熟睡ガード３６０特に多い夜用　羽つき　１２コ入

21455 ソフィ　超熟睡ガード４００特に多い夜用　羽つき　１０コ入

21456 ソフィ　超熟睡ガード４２０特に多い夜用　羽つき　１０コ入

21814 キッチンタオル８０カット×４ロール

21815 入れ歯洗浄剤１２０錠

21816 ティシュ２００組×５箱

21820 やわらかワンタッチコアノン　シングル１３０ｍ×６ロール

21821 やわらかワンタッチコアノン　シングル（１３０ｍ×６ロール）×４袋

21831 液体洗たく槽クリーナー（塩素系）５５０ｇ×２個組

21882 らくらっくー　自立型水切りゴミ袋ミニサイズ　１２０枚

21884 冷蔵庫用脱臭剤５０ｇ

21890 ≪Ｄ≫除湿剤５５０ｍＬ×３個

21893 吸水力が２倍のトイレットペーパー　ダブル２５ｍ（１１２カット）×１２ロール

21895 やわらかワンタッチコアノン　ダブル（６５ｍ×６ロール）×４袋

21896 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル２００ｍ×４ロール

21899 トイレットロール　シングル６０ｍ×１２ロール

21900 トイレットロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

21901 パルプロール　シングル６０ｍ×１２ロール

21902 パルプロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

21903 ワンタッチ芯までロール　シングル１５０ｍ×６ロール

21904 やわらかコアノンロール　シングル１３０ｍ×６ロール

21905 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　シングル９０ｍ×８ロール

21906 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　ダブル４５ｍ×８ロール

21914 グリーンキーパーコンパクトティシュ１８０組×６パック

21921 スコッティフラワーパック２倍巻き　シングル１００ｍ×１２ロール

くらしの
パートナー

商品名・規格

　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。

対応 カタログ

抽選
お一人様１点まで

に変更

エコー日用品

【家庭用品】全日程・抽選のうえお一人様１点限定でお届けする商品



注文NO

21922 スコッティフラワーパック２倍巻き　ダブル５０ｍ×１２ロール

21925 液体セフター抗菌プラス　詰替用１５００ｇ

21926 セフターＥｎｅｒｇｙ（エナジー）抗菌・防臭　つめかえ用１０００ｇ

21942 おしゃれ着洗い　詰替用１５００ｍＬ

21945 セフターＥ　簡易パック９００ｇ×４個組（ハーフケース）

21952 フレグランスソフター　つめかえ用せっけんの香り　１４００ｍＬ

21970 液体洗たく糊７５０ｍＬ×２本組

21972 酸素系漂白剤　高濃度パワー　つめかえ用９６０ｍＬ

21980 やわらか　お茶パックＭ６６枚×２個

21990 油処理剤　固めるタイプ１８ｇ×１０包

21993 日東紡の新しいふきん３枚入

21995 すぐに使える便利レーヨンふきん１０枚組

22011 冷凍・冷蔵用スライダー付チャック袋　Ｍ５０枚

22012 冷凍・冷蔵用スライダー付チャック袋　Ｓ５０枚

22013 パチパチ閉まる冷凍冷蔵できるＷチャック袋Ｍサイズ　５０枚

22014 パチパチ閉まる冷凍冷蔵できるＷチャック袋Ｌサイズ　３０枚

22021 キッチン用ポリ袋（箱入）１５０枚

22060 食器洗い機用洗剤　リキッド　つめかえ用９００ｇ

22061 再生原料使用水切りゴミ袋エコボンリック（簡易包装タイプ）排水口用６０枚×２

22062 再生原料使用水切りゴミ袋エコボンリック（簡易包装タイプ）三角コーナー用６０枚×２

22063 キッチン油拭きティシュ８０枚入×２個

22071 ごみ袋　コンパクトボックス（半透明）３０Ｌ　５０枚

22072 ごみ袋　コンパクトボックス（半透明）４５Ｌ　５０枚

22073 結べるごみ袋（半透明）４５Ｌ　６０枚

22074 結べるごみ袋（半透明）３０Ｌ　６０枚

22083 ごみ袋（半透明）３０Ｌ　１００枚　箱入

22153 流せるトイレクリーナーＣ２４枚×２個

22154 流せるトイレクリーナーＣ２４枚×４個

22163 流せるトイレクリーナーローズの香り　１０枚×４個

22175 除虫菊で効く蚊取り線香３０巻

22190 虫よけフレグランス５０ｇ×２個入

22191 ダニよけフレグランス５０ｇ×２個入

22195 お肌の虫よけプレシャワーＤＦ２１０ｍＬ

22281 Ｐａｎａｓｏｎｉｃアルカリ乾電池単３形×２０本

22282 Ｐａｎａｓｏｎｉｃアルカリ乾電池単４形×２０本

22286 お風呂・トイレの換気扇フィルター１０枚

22294 明智光秀　桔梗の花の香りのお線香約１００ｇ

22413 スコッティフラワーパックシングル　５０ｍ×１２ロール

27721 メリーズ　するりんキレイおしりふき　トイレに流せるタイプ　つめかえ用６４枚入×３コパック

27722 グーン　肌にやさしいおしりふき　つめかえ用７０枚×１２パック

27723 ムーニーエアフィットＳ　８４枚

27724 ムーニーエアフィットＭ　６４枚

27725 ムーニーマンエアフィットつかまり立ち～Ｍ　５８枚

27726 ムーニーマンエアフィット女の子用　Ｌ　４４枚

27729 ムーニーマンエアフィット男の子用　Ｌ　４４枚

27730 ムーニーマンエアフィット女の子用　ビッグ　３８枚

27731 ムーニーマンエアフィット男の子用　ビッグ　３８枚

27739 オヤスミマン　女の子用２２枚

27740 オヤスミマン　男の子用２２枚

27741 マミーポコパンツＭ　５８枚　ドラえもん

27742 マミーポコパンツＬ　４４枚　ドラえもん

WEB企画

エコー日用品

対応 商品名・規格カタログ

にこにこほっぺ

抽選
お一人様１点まで

に変更



注文NO

27744 マミーポコパンツビッグより大きい　２６枚　ドラえもん

27751 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×２パック

27752 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×８パック

27753 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×３パック

27754 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×１２パック

27762 ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　つめかえ用≪ＣＢＸ≫１０００ｍＬ

注文NO

21413 アテント　超うす型パンツ下着爽快プラス　男女共用Ｍ～Ｌ　３０枚

21415 アテント　超うす型パンツ下着爽快プラス　男女共用Ｌ～ＬＬ　２８枚

21419 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス女性用　Ｍ　３０枚

21420 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス女性用　Ｌ　２８枚

21421 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス男女共用　Ｍ　３０枚

21422 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス男女共用　Ｌ　２８枚

21423 アテントさらさらパンツ長時間お肌安心　女性用Ｍ～Ｌ　２６枚

21424 アテントさらさらパンツ長時間お肌安心　女性用Ｌ～ＬＬ　２４枚

21425 アテント　夜１枚安心パンツ　パッドなしでずっと快適　男女共用Ｍ～Ｌ　１４枚

21426 アテント尿とりパッドスーパー吸収女性用　５７枚

21429 アテント尿とりパッドスーパー吸収男性用　５７枚

21430 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　すっきりスリム　２回吸収　男女共用４３枚

21431 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　ぴったり超安心　２回吸収　　男女共用４８枚

21432 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　ぴったり超安心　６回吸収　男女共用１８枚

21433 アテント　消臭機能付き　背モレ・横モレも防ぐテープ式　男女共用Ｍ　３０枚

21434 アテント　消臭機能付き　背モレ・横モレも防ぐテープ式　男女共用Ｌ　２６枚

21435 アテント　夜１枚安心パッド　ムレを防いで長時間吸収　４回吸収　男女共用６０枚

21436 アテント　夜１枚安心パッド　仰向け・横向き寝でもモレを防ぐ　６回吸収　男女共用３４枚

21439 アテント　夜１枚安心パッド　巻かずに使える男性用　４回吸収２８枚

21440 アテント　夜１枚安心パッド　特に多い方でも朝までぐっすり　１０回吸収　男女共用２４枚

22569 ３層式不織布マスクレギュラー　１０枚入

27711 パンパースさらさらケアテープ新生児　１１４枚

27712 パンパースさらさらケアテープＳ　１０２枚

27713 パンパースさらさらケアテープＭ　８０枚

27714 パンパースさらさらケアテープＬ　６８枚

27715 パンパースさらさらケアパンツＭ　７４枚

27716 パンパースさらさらケアパンツＬ　５６枚＋２枚

27719 パンパースさらさらケアパンツビッグ　５０枚

27732 グーンパンツまっさらさら通気Ｍ　７４枚

27733 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　女の子用　５６枚

27734 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　男の子用　５６枚

27735 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　女の子用　５０枚

27736 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　男の子用　５０枚

27745 Ｇｅｎｋｉ！パンツＭ　５８枚

27746 Ｇｅｎｋｉ！パンツＬ　４４枚

27749 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢＩＧ　３８枚

27750 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢＩＧより大きい　２６枚

27774 チュチュベビー　つけるだけ（塩素系）１１００ｍＬ

【家庭用品】全日程・数量限定・お一人様１点限定でお届けする商品

お一人様１点まで
に変更

くらしの
パートナー

にこにこほっぺ

カタログ

エコー日用品

商品名・規格対応

抽選
お一人様１点まで

に変更

対応 カタログ 商品名・規格

にこにこほっぺ


